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２年目研修受講（平成30年度新採）南国市 生涯学習課 山本  健成さん

  令和元年度階層別研修（２年目、５年目、10年目研修）受講者に、新規採用職員の時と比べてどのように仕事に対する考えが変わったのか
伺いました。(新規採用職員研修受講時、「ゆるりっこ」に掲載したコメントも一緒にどうぞ)

　今回の研修で、能力は「有・無」ではなく、「高・低」であるという考え
を学びました。課題解決の演習では、多角的な視点や柔軟性が不足
していることを改めて実感しましたので、これから日々の業務におい
て、自身に不足している能力を使っていくことを意識して、高めていく
ことで成長していきたいと思います。
　また、グループワー
クを通して様々な考
えに触れることがで
き、刺激を受けまし
た。新採研修の時と
は違った方たちと交
流することができた
ので良かったです。

５年目研修受講（平成27年度新採） 香美市 税務収納課 鈴木  康晴さん

　令和２年度のこうち人づくり広域連合一般会計予算が、２月21日に開催されたこうち人づくり広域連合議会第36回定例会におきま
して、下表のとおり可決されましたのでお知らせします。

　　　　款
１ 分担金及び負担金
２ 財産収入
３ 繰入金
４ 繰越金
５ 諸収入
       歳入合計

R元当初予算（B） R2当初予算（A）        款
１ 議会費
２ 総務費
３ 事業費
４ 予備費
  歳出合計

R２当初予算（C）
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150,000
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76,886
71,575
1,000

150,000

538
76,365
72,097
1,000

150,000

1
521
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R元当初予算（D） 比較（C-D） 
【歳入】 ）円千：位単（ 【歳出】 ）円千：位単（ 

令和２年度  こうち人づくり広域連合 一般会計予算について

比較（A-B）    

「アンコンシャス・バイアス」マネジメント　
最高のリーダーは自分を信じない

「アンコンシャス・バイアス」マネジメント　
最高のリーダーは自分を信じない

もりや　   ともたか

著：守屋　智敬　かんき出版
　あなたは自分のことに気づいていますか？
　仕事の現場は、思い込みで溢れている。「男だから…。」「女だから…。」「子どもが小さいから…。」このような思
い込みや決めつけが「アンコンシャス・バイアス」と呼ばれる。最近、よく耳にする言葉だ。誰もが無意識に、だから、
自分では気づきにくい。
　本書は、一人ひとりが「アンコンシャス・バイアス」に気づくための事例や「アンコンシャス・バイアス」に振り回さ
れない組織づくり等について、丁寧に紹介されている。「あれ、これは私のアンコンシャス・バイアス？」と気づくこと
が組織を変えていく一歩となる。リーダーはもちろん、働く者みんなに読んでほしい一冊である。
　また、著者は当広域連合の令和２年度男女共同参画セミナーの講師でもある。是非、セミナーにも参加いただきたい。

　こうち人づくり広域連合で本の貸出もしています。

事務局長おすすめの一冊

採用２年目研修

令和２年２月14日(金)　13:30～15:30 開催
講師：TOMARIGI HOSTEL（とまり木ホステル)  代表　篠田 善典さん

　「旅に交流と発見を」をテーマにした宿、TOMARIGI HOSTELを起点に、日々
新たなことにチャレンジしておられる篠田講師。
　受講者からは「現場の声が聴けて、自治体として支援すべき方向性がみえて
きた」、「地域のため、市民のためを考える立場だが、まずは自分が住みたくなる
街を意識したい」、「自分の街にも何か生かしたい」という感想が寄せられていま
す。
　講師の柔軟な発想力と行動力、「“街のため”ではなく自分が楽しく成功してい
れば、それが地域のためになる」という言葉が印象的でした。

人材交流セミナー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENT 

CAFE 

BAR 

マガ 
ジン 

Café カネナカ 
2019 年 2 月より運営開始。もともと藩主の菜園場で野菜にゆかりのあったこの場所。それにちなんで
高知の野菜をふんだんに盛り込んだ“高知やさいプレート”や、他にも地のものにちなんだ料理やスイ
ーツを展開して、“食”を通じて旅の時間を彩っている。 

Bar After5 
オープン当初の Bar 営業を経て、2019 年 5 月よりリニューアル。さまざまな世界観を持ったスタッフ
や旅人と地元の人が交流するがコンセプト。合言葉は“＃re_after5”。菜園場でのアフター５を有意義
な時間にという思いをハッシュタグに込めて、SNS 発信を行っている。 

up To U 
2019 年 7 月より開始予定。TOMARIGI HOSTEL が始める高知で初めての新感覚 SNS マガジン。 
とまり木に関わったり、宿泊した“気になるひと”たちを紹介するマガジンです。マガジンを通して, 
高知やとまり木に足を運ぶ機会を創出し、高知での滞在時を彩るきっかけ作りを行う。 
 

EVENT 
2019 年 3 月より開始。オープンしてから 1 年間で約 100 本のイベントを企画・立案・運営。高知で活
躍する経営者の方や、県外で活躍する起業家を招待した“Walk Bar”、インバウンドのお客さんとの接
点を意識した英語イベント、宿を映画館に変えた日本初の“ドミトリーシネマ”など様々なジャンルの
イベントを展開して、宿泊者と地元の方の交流時間を創出している。 

まちやどコンテンツ 

TOMARIGI HOSTEL 
“寝るだけの場所から、まちをホステルに” 

 

Café では高知の野菜をふんだんに使った料理や、菜園場商店街から仕入れた食材で「さえんばサンド」を提供。 
“食”を通じて旅の時間を彩ります。 

 

Bar は日替わりで高知に在住するスタッフがバーテンダーをつとめる「Bar After5」の時間。 
県外や海外の方に、ローカルな人と“話す”時間を提供します。 

 

イベントも週に 1 本以上のペースで定期的に開催。 

普段生活しているとなかなか触れることができない人や世界に出会えることもあるかもしれません。 

 

客室は徒歩 10 分以内の範囲に点在。フロントと客室を別に備える“まちやど”の機能を備えることで、 
まちを“歩く”機会を創出して、高知のローカルな雰囲気と空気に触れてもらいます。 

時にはスタッフがまちをガイドして、まちに触れる時間を創出します。 

 

そして、これらは全て宿泊者のみならず地元の人も利用できます。 

 

“高知”と“世界”がつながり、長時間いればいるほど高知を知ることができるパブリックな空間 
TOMARIGI HOSTEL はそんな場所を目指していきます。 

 

HomePage 

tomarigi.kochi 

tomarigi.kochi 

tomarigi.kochi 

「宿」という場からの

チャレンジ　　　　　　
講師：篠田 善典さん

　４日間の研修を、各市町村の職種も年齢も様々な方たち
と一緒に受講して、色々な考えに触れ、話をすることがで
き、大変貴重な経験をさせていただきました。　
　研修で得た、公務員としての基本的な知識やグループ
ワークでの体験、先輩職員からのアドバイスなどを、今後
の業務に活かしていきたいです。またどこかで、Ｅコース
の皆さんとお会いできることを楽しみにしながら、日々業
務に励んでいきます。

『多くの貴重な経験を積めた』
　公務員としての心構えをはじめとする幅広い内容を学び、
多くの貴重な経験を積むことができました。また、グループ
ワークの中で、課題に対する考え方や取り組み方を実際に経
験しながら学ぶことができました。その中で、様々な市町村、
職種の方々との交流を深めていくとともに、より多くの考え方
に触れ、刺激を受けることができました。今回学んだことを今
後に活かせるように、これから取り組んでいきたいです。

新採研修受講時

５年目研修受講（平成27年度新採） 宿毛市 山田保育園 山本  今日子さん

　宿毛市で保育士として採用され５年目、仕事をする上で常に意識していることは「コミュ
ニケーション」です。今回、ロジカルシンキングの研修を通し、コミュニケーションの幅が広
がったとともに、様々な思考法を学びました。これまでの職務経験を振り返ると、周囲に助
けてもらったことばかりが印象的です。研修を終えた今の自分に、これから何が出来るの
か、「自分の未来像」を考える機会にもなりました。これからは、後輩を指導する立場として
も責任を持ち、目標に向かって協力していけるチームワーク作りにも貢献していきたいと
思っています。そして、公務
員であるという事を念頭に、
良識性、誠実性を持ち、研修
で学んだことを生かしなが
ら、子どもたちや保護者、同
僚との良い関係を築いてい
けるよう、より一層努力して
いきたいと思います。

採用５年目研修

『地域の未来を担う一人として』
　たくさんの気付きと学びがあり、自分が地方公務員となった
事を深く認識すると同時に、公務員として必要な心構えやスキ
ルを得る事ができました。そして、他市町村の同期の仲間と出
会いの中で、多様な意見や姿勢に触れる事ができ大変勉強にな
りました。私は、宿毛市の保育士として、また地域の未来を担
う一人として、大きな責任感を持ち、積極的に自己啓発に取り
組みながら、日々の業務に専念したいと思います。

新採研修受講時

採用５年目研修

新採研修受講時

　私は、大学卒業後すぐに市役所に入庁しました。それまでアルバイトな
どの社会経験がほぼ無かったこともあり、新採の時は本当に何も分から
ない状態でしたが、電話や窓口対応等を経験するなかで、業務をより早く
かつ確実に取り組むためにはどうしたらよいか考えるようになりました。
これは社会人として当たり前のことかもしれませんが、私にとっては、新
採の時と比べると大き
な変化でした。
　今後も、業務内容や
環境等が変化していき
ますが、どのような状
況にも対応できるよう
に、少しずつ精進して
いきたいと思います。

10年目研修受講（平成22年度新採） 香南市 市民保険課 山本  芙世さん

　採用10年目研修に参加し、自分自身の性格や傾向に向き合い、講義
内容や他市町村の方々に刺激を受け、仕事にどう活かしていくか、苦手
な事にどう向き合うかを研修後も自分なりに考えています。
　採用時はただ前任者にならって仕事をしており、「もっとこんな風に取
り組めたかな」と今だからこそ思えることも少なくありません。
　このように考えられるのも、たくさんの方と出会い、アドバイスをいた
だき、少しずつですが
成長できているからで
はないかと思います。
　研修で得たことを実
践し、自分自身の成長
だけでなく周囲にもプ
ラスになる存在になり
たいと思います。 

採用10年目研修

　今回の研修で、公務員としての知識だけでなく、社会人とし
て基本的なマナーを学ぶことができ、社会人として公務員と
して、どういう姿であるべきなのかを考えることができまし
た。
　この研修で感じ、考えたことを職場で実践し、地域のために
力を発揮したいと思います。

新採研修受講時



「田野町立図書館」
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　令和元年度にインターンシップを受け入れた自治体か
ら、感想が寄せられました。これまで受け入れていない自治
体もぜひ、ご検討ください。

　南国市では、保健師を採用しようと募集をかけて、一人の応募者もいない年が何回かありました。
　そこで保健師のインターンシップをたちあげて看護学部の学生に受けてもらったら、保健師の仕事を知ってもらうよい機会になり、
人材確保にもつながるとの思いで、こうち人づくり広域連合に申し込みました。
　４回生で保健師の地域実習があるのに、研修に来てくれる学生さんがいるだろうか…という若干の不安はありましたが…。
　そしていました！熱心な学生さん！
   本人によれば、「看護師のインターンシップは、大きい病院だと必ずあるのに、（興味のある）保健師のインターンシップはなくて…。
地元の高知で募集していると聞いたので、申し込みました！」とのことでした。
   今回のインターンシップ研修は、私たち保健福祉センターのスタッフも初めてのことでしたので、できる限りいろいろな保健師活
動を見てもらおうとプログラム内容を何度も検討し、実際に体験できない業務についても具体的にイメージできるように工夫をして
スケジュールを組みました。
　今回の経験で、学生さんに「保健師」という職種により深い興味を持っていただけたら幸いです。そして、できれば高知で、南
国市でなくてもいいので、ぜひ保健師として就職していただきたいです。
　いつか、保健師の集まる研修会で会えたらいいなと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　南国市　保健福祉センター

　高知県立大学の学生さ
んにインターンシップとし

て産業経済課の業務につ
いて体験

していただきました。産業
経済課の商工観光係は、

観光振興やまちづくりを進
める部

門で、地域団体や地域で
活躍している方々との繋が

り・関わりを持ちながら地
域の課

題を解決していくのが主な
業務です。

　今回の研修では、学生
さんが感じた課題を解決す

るためのイベント企画をよ
り具体

的に作りあげていくことを
メインに進めました。学生

さんは大学では地域と防災
につい

て学んでおり、県内であま
り対応が進んでいない「災

害時のペットの避難対応」
をテー

マに、企画原案の作成、
問題点や改善点について

のディスカッション、関係
職員への

ヒアリング、ペットトリマー
・しつけトレーナー等への

取材を経て企画書を完成
させ、

役場関係者の前でプレゼ
ンテーションを行いました

。はじめの企画原案では
ぼんやり

していた焦点が、最後には
課題と目的がはっきりと分

かるものとなりました。私
たちは

内容に対し意見を言ったり
、関係機関を紹介したりし

ただけで、学生さんが自ら
考え

て動き企画書を完成させま
した。

　１０日間程度の短い期間
でしたが、周りの意見に耳

を傾け、課題を解決しよう
とする

姿勢と行動力はとても素晴
らしいと感じました。ぜひ

その能力と熱意を活かせる
仕事

に就いていただきたいです
。　　　　　　　　　い

の町　産業経済課

　香南市では、小学生が「香南市こどもよさこい連合会」とし
てよさこい祭りに参加しており、毎年夏の時期が忙しくなります。
今年も少しでも多くの方に活動を知ってもらいたい、協力いただ
きたいとの思いから、インターンシップの受入れを行いました。
　インターンシップを受け入れる長所は、単純に人材の受入れだ
けではなく、学生ならではの新鮮な意見や考えを取り入れられる
ことにあると思います。また、小学生たちも年齢が近いこともあ
り、喜んでいるように感じました。
　特に今年のインターンシップ生は保育課程を学んでいることも
あり、子どもとの交流や応対で助けられた部分も多かったと感じ
ています。
　インターンシップ生にとっても、香南市が行っている事業や公
務員の仕事の内容を知ってもらえることができるいい機会になっ
たのではないでしょうか。
　来年以降もインターンシップを受け入れ、多くのことをともに
学んでいきたいと考えています。　　　　香南市　生涯学習課

　土佐市では、高知県立大学の学生さんに１１日間、市民図書館
の業務を体験していただきました。
　今回のインターンシップでは、図書館カウンターでの貸出・返却
業務を中心に、新刊図書が納品され書架に出るまでの作業や、子
どもたちにストーリーテリングや読み聞かせを行うボランティアの
勉強会の職員補助などの業務を経験していただきました。図書館
の業務では、利用者とのコミュニケーションは不可欠です。好感の
持てる対応をしていただき、短い期間でしたが来館した子どもた
ちからも慕われていました。また、図書館において課題となってい
る中高校生の利用促進に関して、年齢の近い立場からの意見を
求めたところ、複数の提案をしてくれました。新図書館の開館準備
中の時期だったこともあり、提案していただいた図書の展示や周
知方法、選書などに関する意見は図書館としても非常に参考にな
りました。
　今回のインターンシップは、図書館の業務を知ってもらう良い
機会となりました。この経験を通して得たことを将来の仕事に役
立ててほしいと思います。　　　　　　　土佐市　生涯学習課

　県内の地域課題をテーマとして政策研究を行い、活動成果を市町村の施策に反映させることを目的として実施
するものです。４人～５人がチームを組み活動を行います。

　毎月１回程度の講師による指導を行います。講師による指導とは別に、研究生のみ集合しチームによる活動を
行います。活動日程や会場、内容についてはチーム内で決定します。

　例年10月に行われる市町村長や議長等を対象としたトップセミナーで成果報告を行います。また、１月に開催
される、人事・研修担当課長が集まる連絡調整会議でも発表を行います。
　令和２年度は
「安心安全な地域交通の確保」・「ICTを活用した住み続けたい地域づくり」をテーマに活動を行います。
　現在研究生募集（〆切：令和２年３月27日（金））を行っています。興味のある方は各市町村の研修担当者にご確認
ください。

　田野町立図書館は中芸地域唯一の公立図書館です。
　田野町ふれあいセンター内にあり、２階建て延床面積445.89㎡、館内中央が大きく吹き抜けになっている明る
く開放的な作りの図書館で、３万６千冊を所蔵しています。
　貸出しは中芸地区にお住まいの方、田野町内に就学やお勤めの方に限られますが、閲覧やおはなし会への参加は
自由です。
　田野町立図書館の特色の一つとして、様々な年齢層を対象に「おはなし会」や「朗読会」を開催しています。な
かでも、地域の赤ちゃんや保護者の方に向けた「０・１・２おはなし会」や県指定文化財岡御殿で季節ごとに昔話
の読み聞かせを行っている「岡御殿deおはなし会」は大変好評です。
　開館情報や開催情報などは、図書館SNSで発信していますのでチェックして是非お越しください。

田野町立図書館(田野町ふれあいセンター内)
住所 ： 田野町1456-42
☎０８８７（３２）１０８０
開館　９ ： ３０～１８ ： ００
休館　毎週月曜日 ・ 祝祭日 ・ 年末年始

田野町立図書館インスタグラム
【tanolibrary】

政策研究共同研修とは

活動期間…５月～10月（約半年）

成果報告

in 田野町まちの
イイもの発見

岡御殿deおはなし会 ０・１・２おはなし会

館　内

館　内

館　内

インターンシップ生を
受け入れて

※インターンシップ生の感想は、ゆるりっこ50号をご覧ください。

政策研究共同研修 研究生募集！ 令和2年度


